
関東フィットネス100

出場種目 お名前 フリガナ 年齢 身長 ト歴 登録 所属 サイズ 参加費

 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 三輪 由佳 ミワ ユカ 43 154 5 神奈川県 横浜マリントレーニングジム S 325
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 横尾 圭美 ヨコオ ヨシミ 38 155 2 東京都 多摩スポーツジム S 262 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 畠山 恵子 ハタケヤマ ケイコ 45 156 10 埼玉県 個人 M 304 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 成田 愛佳 ナリタ アイカ 36 157 3 東京都 個人 M 120 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 竹永 香織 タケナガ カオリ 35 157 3 神奈川県 ゴールドジム横須賀神奈川 M 332 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 菅原 千草 スガハラ チグサ 50 157.5 3 神奈川県 個人 S 141 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 天野 悦子 アマノ エツコ 47 159 5 神奈川県 個人 XL 158 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 寺嶋 理紗 テラシマ リサ 45 159 3 神奈川県 ゴールドジム溝の口神奈川 L 280 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 岡本 朋子 オカモト トモコ 46 159 3 東京都 成増トレーニングセンター M 305
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 岡本 朋子 オカモト トモコ 46 159 3 東京都 成増トレーニングセンター M 306 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 平瀬 奈緒子 ヒラセ ナオコ 41 160 4 神奈川県 スポーツマインド寒川 S 110 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm以下級 中村 由希絵 ナカムラ ユキエ 40 160 4 神奈川県 個人 S 256 済

 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 竹之内 美由紀 タケノウチ ミユキ 50 160.5 4 茨城県 個人 XL 225 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 鈴木 琴子 スズキ コトコ 38 161 5 東京都 個人 S 195 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 木原 奈美子 キハラ ナミコ 41 161 1 東京都 ゴールドジム八王子東京 S 199 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 吉羽 知美 ヨシバ トモミ 36 161 2 茨城県 個人 XL 202 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 小宮 久仁子 こみや くにこ 53 161 3 神奈川県 ゴールドジム湘南神奈川 S 226
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 青木 朋子 アオキ トモコ 38 161 6 東京都 個人 M 254 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 田中 洋子 タナカ ヨウコ 50 162 1 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川 M 185 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 上野 麻衣子 ウエノ マイコ 44 162 5 神奈川県 中山トレーニングジムタフネス M 241 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 朴 景華 パク ケイカ 43 165 2 栃木県 個人 L 329
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 堀 まなみ ホリ マナミ 37 166 4 東京都 個人 L 187 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 大槻 晶子 オオツキ アキコ 40 166 4 東京都 Yano’s Gym Tokyo XL 250 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 村上 章子 ムラカミ アキコ 53 168 18 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道 L 167 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 堀川 友里 ホリカワ ユリ 42 168 7 千葉県 個人 S 122 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 高杉 真樹子 タカスギ マキコ 46 168.8 15 神奈川県 個人 S 168 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 小川 章子 オガワ アキコ 40 172 3 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道 L 191 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 中村 瑞穂 ナカムラ ミズホ 36 173 5 千葉県 個人 XL 301 済
 ビキニフィットネス(35歳以上)160cm超級 Akhunova Olga アクノバ オルガ 38 177 5 東京都 Golds Gym Tokyo East M 282
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 ビキニフィットネス158cm以下級 立松 緑 タテマツ ミドリ 34 150 1 東京都 個人 S 213 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 脇 千登勢 ワキ チトセ 32 153 2 神奈川県 個人 S 320
 ビキニフィットネス158cm以下級 遠藤 有彩 エンドウ アリサ 25 154 3 東京都 個人 S 189 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 藤卷 梨裟 フジマキ リサ 29 154 4 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道 M 224 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 横尾 圭美 ヨコオ ヨシミ 38 155 2 東京都 多摩スポーツジム S 261 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 畠山 恵子 ハタケヤマ ケイコ 45 156 10 埼玉県 個人 M 303 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 小倉 あれず オグラ アレズ 25 157 1 栃木県 Akiボディビル同好会 S 121 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 成田 愛佳 ナリタ アイカ 36 157 3 東京都 個人 M 129 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 菅原 千草 スガハラ チグサ 50 157.5 3 神奈川県 個人 S 142 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 塩谷 ジェシカ シオタニ ジェシカ 22 158 1 東京都 個人 S 119 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 高田 千広 タカダ チヒロ 31 158 2 神奈川県 ゴールドジム横須賀神奈川 S 159 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 高田 千広 タカダ チヒロ 31 158 2 神奈川県 gocchi1203@ S 160 済
 ビキニフィットネス158cm以下級 坪井 花梨 ツボイ カリン 25 158 1 東京都 個人 M 309
 ビキニフィットネス163cm以下級 天野 悦子 アマノ エツコ 47 159 5 神奈川県 個人 M 157 済
 ビキニフィットネス163cm以下級 寺嶋 理紗 テラシマ リサ 45 159 3 神奈川県 ゴールドジム溝の口神奈川 L 278 済
 ビキニフィットネス163cm以下級 竹之内 美由紀 タケノウチ ミユキ 50 160 4 茨城県 個人 XL 220 済
 ビキニフィットネス163cm以下級 中村 由希絵 ナカムラ ユキエ 40 160 4 神奈川県 個人 S 257 済
 ビキニフィットネス163cm以下級 高橋 弥生 タカハシ ヤヨイ 26 160 2 東京都 個人 L 308 済
 ビキニフィットネス163cm以下級 柳沢 美那 ヤナギサワ ミナ 33 160 1 東京都 小金井トレーニングセンター M 327 済
 ビキニフィットネス163cm以下級 木原 奈美子 キハラ ナミコ 41 161 1 東京都 ゴールドジム八王子東京 S 198 済
 ビキニフィットネス163cm以下級 吉羽 知美 ヨシバ トモミ 36 161 2 茨城県 個人 M 201 済
 ビキニフィットネス163cm以下級 石毛 杏奈 イシゲ アンナ 25 163 ? 東京都 個人 M 319
 ビキニフィットネス163cm以下級 石毛 杏奈 イシゲ アンナ 25 163 2 東京都 個人 M 331

ビキニフィットネス163cm超級 獺口 真衣 オソグチ マイ 23 163 5 神奈川県 ゴールドジム湘南神奈川 L 231 済
ビキニフィットネス163cm超級 朴 景華 パク ケイカ 43 165 2 栃木県 個人 L 328
ビキニフィットネス163cm超級 新井 恵 アライ メグミ 34 166 5 東京都 個人 M 238 済
ビキニフィットネス163cm超級 吉住 真衣 ヨシズミ マイ 34 168 2 東京都 個人 M 297 済
ビキニフィットネス163cm超級 韓 悦 カン エツ 30 171 1 東京都 ゴールドジム北千住東京 M 290 済
ビキニフィットネス163cm超級 関根 早由合 セキネ サユリ 29 175 1 神奈川県 横浜マリントレーニングジム M 333

 ビキニフィットネス163cm超級 堀川 友里 ホリカワ ユリ 42 168 7 千葉県 個人 S 123 済
 ビキニフィットネス163cm超級 山之内 瑛美 ヤマノウチ エミ 35 168 4 神奈川県 横浜マリントレーニングジム M 138
 ビキニフィットネス163cm超級 小川 章子 オガワ アキコ 40 172 3 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道 L 192 済
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フィットモデル 加藤 明子 カトウ メイコ 50 157.8 8 東京都 ゴールドジムサウス東京 S 281
フィットモデル 桑野 美由貴 クワノ ミユキ 39 162 4 神奈川県 ゴールドジム戸塚神奈川 M 153 済
フィットモデル 荒井 有美 アライ アリミ 56 162 3 埼玉県 個人 S 268 済
フィットモデル 千綿 ふみ チワタ フミ 46 164 1 東京都 ゴールドジムサウス東京 M 214
フィットモデル 韓 悦 カン エツ 30 171 1 東京都 ゴールドジム北千住東京 XL 291 済

 ボディフィットネス 柴田 栄子 シバタ エイコ 51 151 4 東京都 個人 M 239 済
 ボディフィットネス 新井 暁子 アライ アキコ 53 158 3 神奈川県 個人 M 193 済
 ボディフィットネス 伊藤 知香 イトウ チカ 36 158 4 神奈川県 ゴールドジム戸塚 M 273 済
 ボディフィットネス 中原 舞春 ナカハラ マハル 27 158 1 神奈川県 横浜マリントレーニングジム XL 287
 ボディフィットネス 美田 佳穂 ミタ カホ 24 160.5 1 神奈川県 ゴールドジム戸塚神奈川 M 182 済
 ボディフィットネス 田口 貴代子 タグチ キヨコ 58 161 10 神奈川県 スポーツマインド寒川 L 108 済
 ボディフィットネス 斉野 陽子 サイノ ヨウコ 56 161 7 東京都 ゴールドジム サウス東京 S 112 済
 ボディフィットネス 中井 美早 ナカイ ミサ 33 163.3 2 東京都 ゴールドジムウエスト東京 M 300 済
 ボディフィットネス 海江田 由美子 カイエダ ユミコ 48 164 3 神奈川県 ゴールドジム横須賀神奈川 M 152 済
 ボディフィットネス 奈良 倫子 ナラ トモコ 42 164 3 東京都 ゴールドジム曳舟東京 M 335
 ボディフィットネス 竹下 明子 タケシタ アキコ 46 166 8 東京都 ゴールドジム　イースト東京 S 197

 マスターズメンズフィジーク40歳以上 藤巻 貴之 フジマキ タカユキ 43 168 8 東京都 個人 XL 208 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 佐伯 知哉 サエキ トモヤ 41 170 9 東京都 個人 XL 172 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 下山 文裕 シモヤマ フミヒロ 46 170 6 千葉県 個人 XL 181 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 大木 慎吾 オオキ シンゴ 44 170 4 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川 M 186 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 藤田 栄一 フジタ エイイチ 42 170 8 東京都 個人 XL 292
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 吉田 健太郎 ヨシダ ケンタロウ 42 170.5 7 神奈川県 ゴールドジム横浜上星川 XL 184 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 半澤 学 ハンザワ マナブ 42 171 4 埼玉県 個人 L 109 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 秋元 哲史 アキモト ノリチカ 46 171 7 神奈川県 個人 L 235 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 山田 竜一 ヤマダ リュウイチ 40 171 5 神奈川県 個人 XL 248 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 山田 竜一 ヤマダ リュウイチ 40 171 5 神奈川県 個人 XL 249
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 青木 洋平 アオキ ヨウヘイ 48 173.5 8 東京都 ゴールドジム北千住 L 271
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 塩坂 雄人 シオサカ ユウト 46 174 25 東京都 トレーニングセンターサンプレイ L 受付
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 宮田 達也 ミヤタ タツヤ 41 174 15 埼玉県 個人 L 180 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 杉? 宏哉 スギサキ ヒロヤ 47 174 20 東京都 個人 XL 221 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 高山 健 タカヤマ ケン 43 176 8 神奈川県 ゴールドジム横浜上星川 XL 136 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 坪内 義弘 ツボウチ ヨシヒロ 46 176 2 東京都 個人 L 190 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 岩? 尊史 イワサキ タカフミ 46 178 7 東京都 ゴールドジムウエスト東京 XL 336
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 鹿倉 祥正 シカクラ ヨシマサ 44 179 7 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ XL 205 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 宮下 潤 ミヤシタ ジュン 42 179 22 東京都 個人 L 264 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 上米良 岳 カンメラ タカシ 41 180 11 神奈川県 ゴールドジム溝の口神奈川 XL 234 済
 マスターズメンズフィジーク40歳以上 阿部 淳 アベ ジュン 44 182 2 東京都 個人 XL 218 済
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 マスターズメンズフィジーク50歳以上 橋口 薫 ハシグチ カオル 58 163 8 東京都 ゴールドジム八王子 XL 294
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 高橋 勝己 タカハシ カツミ 52 164 19 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ XL 128 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 平山 耕平 ヒラヤマ コウヘイ 49 164 10 神奈川県 ゴールドジム戸塚神奈川 L 166
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 柴垣 俊徳 シバガキ トシノリ 58 165 5 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川 L 124 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 水島 裕一 ミズシマ ユウイチ 57 168 9 東京都 個人 M 240 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 川端 弘太郎 カワバタ コウタロウ 57 169 5 神奈川県 ゴールドジム戸塚神奈川 XL 107 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 岸本 啓勝 キシモト ヒロカツ 54 170 19 東京都 ゴールドジムサウス東京 L 217 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 本田 茂 ホンダ シゲル 54 170 21 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道 L 244 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 西山 幸範 ニシヤマ ユキノリ 51 171 5 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ M 154 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 白石 進 シライシ ススム 52 171 8 東京都 赤羽トレーニングセンター XL 171 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 三澤 篤 ミサワ アツシ 54 172 7 埼玉県 個人 M 170 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 赤沢 孝 アカザワ タカシ 54 175 28 神奈川県 ゴールドジム横浜上星川 M 146 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 山口 浩司 ヤマグチ コウジ 59 176 17 神奈川県 スポーツマインド寒川 M 133 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 渡邉 信義 ワタナベ ノブヨシ 54 176 30 千葉県 ボディフェイス XL 311 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 萩原 悟 ハギワラ サトル 51 180 29 東京都 ゴールドジムサウス東京 XL 145
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 伊藤 喜剛 イトウ ヨシタカ 52 180 20 東京都 個人 L 179 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 中村 宗人 ナカムラ ムネト 55 183 20 東京都 トレーニングセンターサンプレイ XL 113 済
 マスターズメンズフィジーク50歳以上 畠山 公人 ハタケヤマ キミヒト 57 190 5 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ S 770 済

 メンズフィジーク168㎝以下級 田中 航 タナカ コウ 31 160 4 神奈川県 個人 L 156 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 梅原 悠輝 ウメハラ ユウキ 26 162 6 埼玉県 個人 L 260 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 松澤 元輝 マツザワ ゲンキ 25 162 3 東京都 個人 S 276 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 坂本 悠輔 サカモト ユウスケ 23 163 5 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ M 259
 メンズフィジーク168㎝以下級 橋口 薫 ハシグチ カオル 58 163 8 東京都 ゴールドジム八王子 XL 295
 メンズフィジーク168㎝以下級 高橋 勝己 タカハシ カツミ 52 164 19 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ XL 127 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 小山 直晃 コヤマ ナオアキ 27 165 5 神奈川県 個人 XL 176 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 大村 祐介 オオムラ ユウスケ 30 165 5 千葉県 個人 XL 251 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 北山 大貴 キタヤマ ヒロキ 31 165 7 神奈川県 個人 M 255 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 齋藤 晶太 サイトウ ショウタ 25 165 6 東京都 個人 M 275 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 齋藤 晶太 サイトウ ショウタ 25 165 6 東京都 個人 M 312
 メンズフィジーク168㎝以下級 蔭谷 竜吾 カゲタニ リュウゴ 24 165 2 茨城県 個人 L 321 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 酒井 俊明 サカイ トシアキ 31 166 5 神奈川県 ゴールドジム湘南神奈川 L 165
 メンズフィジーク168㎝以下級 中村 凌太 ナカムラ リョウタ 27 166 5 埼玉県 個人 L 310
 メンズフィジーク168㎝以下級 宮崎 諒 ミヤザキ マコト 39 167 5 神奈川県 横浜マリントレーニングジム XL 143
 メンズフィジーク168㎝以下級 宮崎 諒 ミヤザキ マコト 39 167 5 神奈川県 横浜マリントレーニングジム XL 144
 メンズフィジーク168㎝以下級 大石 翼 オオイシ ツバサ 24 167 3 神奈川県 ゴールドジム 戸塚神奈川 L 161 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 熊谷 一星 クマガイ イッセイ 26 167 4 東京都 個人 L 209 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 濱中 拓光 ハマナカ タクミ 25 167 4 東京都 個人 L 269 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 島袋 瑛平 シマブクロ ヨウヘイ 26 167 4 東京都 個人 XL 284 済
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 メンズフィジーク168㎝以下級 高野 智輝 タカノ トモキ 29 167 4 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ XL 299 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 黍田 裕紀 キビタ ヒロキ 29 167 5 茨城県 個人 XL 317
 メンズフィジーク168㎝以下級 配原 佳輝 ハイバラ ヨシキ 23 167.5 6 神奈川県 【個人】 XL 228 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 手島 祐 テシマ ユウ 30 168 5 神奈川県 こじん L 196 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 宮脇 拓郎 ミヤワキ タクロウ 30 168 5 神奈川県 個人 L 206
 メンズフィジーク168㎝以下級 常岡 洋介 ツネオカ ヨウスケ 26 168 6 埼玉県 個人 L 283 済
 メンズフィジーク168㎝以下級 安田 晴貴 ヤスダ ハルキ 37 168 5 東京都 個人 L 307 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 金子 哲也 カネコ テツヤ 30 168.5 5 埼玉県 個人 XL 173 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 羽山 穣 ハヤマ ジョウ 38 169 4 神奈川県 個人 L 245
 メンズフィジーク172㎝以下級 羽山 穣 ハヤマ ジョウ 38 169 4 神奈川県 個人 L 246 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 水野 生也 ミズノ セナ 28 169.5 4 東京都 個人 XL 324
 メンズフィジーク172㎝以下級 笹本 佳男 ササモト ヨシオ 34 169.8 3 東京都 個人 L 267 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 菅原 靖人 スガワラ ヤスト 32 170 6 東京都 個人 XL 111 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 遠藤 拓 エンドウ タク 27 170 6 神奈川県 個人 XL 134 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 高尾 勇斗 タカオ ユウト 27 170 7 神奈川県 個人 M 162 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 田代 聖吾 タシロ セイゴ 24 170 5 東京都 ゴールドジムイースト東京 XL 164 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 成田 一晃 ナリタ カツアキ 33 170 5 神奈川県 個人 L 223 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 安富祖 秀成 アフソ ヒデナリ 31 170 5 埼玉県 マッスルジム志木 XL 243 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 西 隆太 ニシ リュウタ 36 170 10 東京都 マッスルジム練馬店 M 253 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 駒野 徹 コマノ トオル 34 170 10 栃木県 ゴールドジムスパレア宇都宮 XL 274 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 持田 教利 モチダ カズノリ 27 170 6 神奈川県 横浜マリントレーニングジム XL 286
 メンズフィジーク172㎝以下級 山本 宏樹 ヤマモト ヒロキ 25 171 3 神奈川県 個人 L 115 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 明田 湧希 アケダ ユウキ 27 171 9 千葉県 個人 XL 117
 メンズフィジーク172㎝以下級 川﨑友昭 カワサキ トモアキ 21 171 3 東京都 ゴールドジム八王子 L 139
 メンズフィジーク172㎝以下級 具志 幸周 グシ ユキチカ 24 171 4 神奈川県 個人 XL 207 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 米澤 一希 ヨネザワ カズキ 25 171 3 神奈川県 ゴールドジム横浜上星川 XL 229 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 京角 省吾 キョウカク ショウゴ 27 171 6 東京都 サウス東京 XL 236
 メンズフィジーク172㎝以下級 福島 匡志 フクシマ マサシ 33 171 4 神奈川県 横浜マリントレーニングジム XL 302
 メンズフィジーク172㎝以下級 佐村 直紀 サムラ ナオキ 24 171 5 東京都 ゴールドジムイースト東京 XL 316 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 小林 拓也 コバヤシ タクヤ 31 171 4 千葉県 個人 L 322 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 吉田 隼人 ヨシダ ハヤト 32 171 3 神奈川県 横浜マリントレーニングジム L 334
 メンズフィジーク172㎝以下級 平松 大介 ヒラマツ ダイスケ 33 171.5 6 埼玉県 個人 XL 296 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 高橋 健矢 タカハシ ケンヤ 24 172 3 神奈川県 ゴールドジム溝の口神奈川 XL 233 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 山本 晟之 ヤマモト アキユキ 31 172 7 東京都 ゴールドジムイースト東京 XL 237 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 上松 康一郎 ウエマツ コウイチロウ 27 172 5 東京都 個人 XL 247
 メンズフィジーク172㎝以下級 宮内 裕俊 ミヤウチ ヒロトシ 31 172 3 埼玉県 個人 L 266 済
 メンズフィジーク172㎝以下級 吉野 智也 ヨシノ トモヤ 29 172 6 神奈川県 チャンピオン平塚 L 318
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メンズフィジーク176㎝以下級 杉本 大希 スギモト ダイキ 23 173 2 東京都 ゴールドジムサウス東京 L 337 済
メンズフィジーク176㎝以下級 山内 悠樹 ヤマウチ ユウキ 24 175 3 ゴールドジム XL 925 済

 メンズフィジーク176㎝以下級 鈴木 智史 スズキ サトシ 31 172.5 5 神奈川県 個人 XL 151 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 飯塚 俊 イイヅカ シュン 23 173 4 栃木県 ゴールドジムスパレア足利 L 116 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 杉田 鋭治 スギタ エイジ 27 173 4 茨城県 つくばボディビルディングクラブ XL 131
 メンズフィジーク176㎝以下級 川﨑友大 カワサキ ユウタ 29 173 3 神奈川県 ゴールドジム 八王子東京 L 140
 メンズフィジーク176㎝以下級 稲葉 孝博 イナバ タカヒロ 38 173 3 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川 XL 148 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 廣野 拓 ヒロノ タク 38 173 5 神奈川県 ゴールドジム厚木神奈川 XL 150 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 長谷川 貴史 ハセガワ タカフミ 30 173 2 茨城県 個人 M 279 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 山形 秀幸 ヤマガタ ヒデユキ 34 173 13 栃木県 ゴールドジムスパレア宇都宮 L 293 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 青木 洋平 アオキ ヨウヘイ 48 173.5 8 東京都 ゴールドジム北千住 L 272
 メンズフィジーク176㎝以下級 宮杉 一輝 ミヤスギ カズキ 26 174 2 神奈川県 個人 L 132 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 山下 蓮 ヤマシタ レン 24 174 4 東京都 個人 L 135 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 岩下 竜也 イワシタ リュウヤ 26 174 10 神奈川県 個人 XL 203 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 杉? 宏哉 スギサキ ヒロヤ 47 174 20 東京都 個人 XL 222 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 鈴木 裕太郎 スズキ ユウタロウ 34 174 5 神奈川県 チャンピオン平塚 XL 323
 メンズフィジーク176㎝以下級 畠山 幸二 ハタケヤマ コウジ 28 174 3 茨城県 個人 XL 326
 メンズフィジーク176㎝以下級 井上 悠太 イノウエ ユウタ 34 174.5 6 神奈川県 ゴールドジム横浜上星川 L 155 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 白井 重光 シライ シゲミツ 35 175 4 神奈川県 個人 XL 106 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 坂梨 翼 サカナシ ツバサ 37 175 5 東京都 個人 L 175 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 武田 海斗 タケダ カイト 30 175 6 東京都 個人 L 200 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 畠山 秀平 ハタケヤマ シュウヘイ 35 175 6 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道 M 216 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 今村 克哉 イマムラ カツヤ 27 175 8 東京都 個人 XL 219 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 矢野 健太郎 ヤノ ケンタロウ 33 175 2 東京都 ゴールドジムイースト東京 L 242
 メンズフィジーク176㎝以下級 新多 竜八 シンタ タツヤ 22 175 3 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ L 265 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 岩井 柾讓 イワイ マサノリ 24 175 4 埼玉県 個人 L 285 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 河野 裕二 コウノ ユウジ 34 175.5 10 埼玉県 個人 XL 211 済
 メンズフィジーク176㎝以下級 坪内 義弘 ツボウチ ヨシヒロ 46 176 2 東京都 個人 L 188 済

メンズフィジーク180㎝以下級 根波 圭太 ネナミ ケイタ 24 179 0.8 神奈川県 個人 Ｌサイズ 215 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 衣川 航平 キヌガワ コウヘイ 25 176.1 5 東京都 ゴールドジム曳舟東京 XL 183 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 上野 駿人 ウエノ ハヤト 31 177 4 神奈川県 横須賀ゴールドジム XL 130 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 渡部 峻 ワタナベ シュン 26 177 7 埼玉県 個人 XL 194 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 石垣 雄次 イシガキ ユウジ 38 177 13 埼玉県 個人 XL 210 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 渡部 峻 ワタナベ シュン 26 177 7 埼玉県 個人 XL 232 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 田辺 守志 タナベ シュウジ 26 177 7 神奈川県 【個人】 L 258 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 大江 晃輔 オオエ コウスケ 24 178 5 神奈川県 個人 XL 174 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 関口 修平 セキグチ シュウヘイ 31 178 7 神奈川県 ゴールドジム溝の口神奈川 XL 178 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 河地 皓介 カワチ コウスケ 24 178 4 神奈川県 【個人】 XL 289 済
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 メンズフィジーク180㎝以下級 今井 浩実 イマイ ヒロミ 22 178.5 3 神奈川県 ゴールドジム横須賀神奈川 XL 118 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 鹿倉 祥正 シカクラ ヨシマサ 44 179 7 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ XL 204 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 鈴木 誠人 スズキ マコト 22 179 4 埼玉県 個人 XL 330
 メンズフィジーク180㎝以下級 本田 英寿 ホンダ ヒデトシ 24 180 2 東京都 個人 XL 230 済
 メンズフィジーク180㎝以下級 小幡 勇貴 オバタ ユウキ 27 180 4 茨城県 個人 XL 277 済

メンズフィジーク180㎝超級 大坪エドワード オオツボ　エドワード 23 185 8 神奈川県 ゴールドジム横須賀神奈川 XL 814 済
 メンズフィジーク180㎝超級 萩原 悟 ハギワラ サトル 51 180 29 東京都 ゴールドジムサウス東京 XL 147
 メンズフィジーク180㎝超級 畑中 啓志 ハタナカ ケイシ 31 180 8 神奈川県 個人 XL 169 済
 メンズフィジーク180㎝超級 星 昂洋 ホシ タカヒロ 32 180 5 栃木県 個人 XL 252 済
 メンズフィジーク180㎝超級 星野 朝悦 ホシノ トモエツ 24 180 6 神奈川県 ゴールドジム横浜馬車道 XL 288 済
 メンズフィジーク180㎝超級 平岡 勝 ヒラオカ スグル 32 181 6 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ XL 177 済
 メンズフィジーク180㎝超級 戸梶 皓太 トカジ コウタ 27 181 5 東京都 個人 XL 263 済
 メンズフィジーク180㎝超級 津森 一誠 ツモリ イッセイ 32 181.5 5 神奈川県 個人 XL 137
 メンズフィジーク180㎝超級 大方 雄大 オオカタ ユウダイ 29 182 3 神奈川県 チャンピオン平塚 XL 149
 メンズフィジーク180㎝超級 門井 大 カドイ タケシ 25 182 4 埼玉県 ゴールドジムさいたまスーパーアリーナ XL 212
 メンズフィジーク180㎝超級 中村 宗人 ナカムラ ムネト 55 183 20 東京都 トレーニングセンターサンプレイ XL 114 済
 メンズフィジーク180㎝超級 郷 一成 ゴウ カズナリ 35 183 5 東京都 赤羽トレーニングセンター XL 298 済
 メンズフィジーク180㎝超級 柴田 雄紀 シバタ ユウキ 35 184 5 東京都 個人 XL 104 済
 メンズフィジーク180㎝超級 手塚 聖也 テヅカ マサヤ 27 184 5 東京都 個人 XL 314
 メンズフィジーク180㎝超級 高田 聖也 タカダ セイヤ 28 186 6 神奈川県 ゴールドジム横須賀神奈川 XL 126 済
 メンズフィジーク180㎝超級 董 正義 トウ マサヨシ 34 193 5 東京都 ゴールドジム XL 313

名簿の内容に間違いがある場合は下記事務局まで訂正申請をお願いします。参加費の入金を確認できない方は7/10をを過ぎた時点で削除いたします。

大会当日の受付時間・進行等については人数が確定次第ホームページにて発表いたします 入金の確認は7/2時点です

FAX 0467-74-2004 e-mail ssc_aota@ybb.ne.jp
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